
３月 健康カレンダー

高齢者の相談等
◎申し込み・問い合わせ
本庁　高齢福祉課　長寿推進係　☎40・7253

ものわすれ相談室
受付時間：13：30～16：00
場所：ほほえみ館

6 木

8市報さが　平成26年2月15日号9 市報さが　平成26年2月15日号

日 曜日 行　　　　事
予約制

ものわすれ相談室
受付時間：13：30～16：00
場所：富士支所

14 金
予約制

ものわすれ相談室
受付時間：13：30～16：00
場所：ほほえみ館

20 木
予約制

ほほえみ館
〒849-0919
佐賀市兵庫北三丁目8番地36号
☎30-0100

　抗がん剤の治療開始後しばらくは、普段と同じ生活
ができていましたが、少しずつ髪が抜け始めました。
検査でがんが小さくなっていなかったので、2回目点
滴時に薬の種類を変えたところ、猛烈な吐き気とだる
さに襲われ、家事も仕事もできなくなりました。
　一気に痩せ、髪の毛が全部抜けた時は、涙が止まり
ませんでした。
　3種類目の抗がん剤では、体のしびれと両足の痛み
が続き、いっそ両足を切ってしまいたいと思う程でし
た。1カ月に1回の点滴（投薬）では副作用が強すぎる
ということで、週1回ごとの点滴に変えてもらいまし
たが、アルコール分が含まれている為、お酒がほとん
ど飲めない私は、投薬直後はフラフラ。抗がん剤治療
時には必ず付き添ってくれた母の存在は大きく、今で
も大変感謝しています。
　長かった抗がん剤治療が終わる頃、「脇の一部とバス
トの下方の2カ所を切り、がんがある乳房の中身を全
部取り出し、かわりにジェルパックを詰める」という、
保険適用外だけれど『自分のバストの見た目が変わら
ない、がんの全摘出手術』を福岡の病院で行っている
ことを知りました。主治医に相談すると、快く紹介状
を書いてくださり、転院。希望の術式でがんを取り除
くことができました！
　術後5年間は、毎日薬を1錠飲む必要があります。医
療費（薬代）の節約の為、同じ成分の「ジェネリック薬（後
発薬のため安価）」を薬局で処方してもらい、飲んでい
ます。
　抗がん剤治療終了後、1年程で髪の毛も伸び、“かつ
ら”に別れを告げまし
た。ありがたいことに、
以前のように元気で充
実した毎日を過ごせて
います。

（40歳代／女性）

FAX40・7390

◎申し込み・問い合わせ
本庁　保険年金課　給付係
☎40・7271

■体験談を募集中です。（400字以内）

私が健康を意識する
ようになったきっかけ

乳がんになって（後編）

体
験
談
№3

乳幼児の健診や教室等
日 曜日 行　　　　事 問合せ

3 月

4 火

大和

大和

5 水 大和

諸富

母子

乳幼児健康相談
受付時間：13：30～15：00
場所：大和健康管理センター

久保田
乳幼児健康相談
受付時間：9：30～11：00
場所：久保田保健センター

乳幼児健康相談
受付時間：13：00～14：00
場所：諸富保健センター

赤ちゃん広場
受付時間：9：30～15：30
場所：ほほえみ館（部屋変更の場合有）
親子遊びの日（時間：10：00～11：30）

1歳6か月児健康診査（大和町対象）
受付時間：12：45～13：15
場所：大和健康管理センター
対象児：平成24年7月～8月生まれ
歯ゃか歯ゃか教室
（大和町・富士町対象）
受付時間：12：45～13：00
場所：大和健康管理センター
対象児：生後11か月児～1歳5か月児
必要物品：母子健康手帳・飲み物

8 土 母子

10 月 三瀬

3歳6か月児健康診査（旧佐賀市対象）
受付時間：12：45～14：00
場所：ほほえみ館
対象児：平成22年8月生まれ

11
・
12

火
・
水

母子

妊婦歯科健診
受付時間：①13：00～13：15
　　　　  ②13：45～14：00
場所：ほほえみ館
必要物品：母子健康手帳・筆記用具

6 木 東与賀

1歳6か月児健康診査
（東与賀町・久保田町対象）
受付時間：13：15～14：00
場所：東与賀保健センター
対象児：平成24年6月～7月生まれ

7 金 東与賀

3歳6か月児健康診査
（東与賀町・久保田町対象）
受付時間：13：15～14：00
場所：東与賀保健センター
対象児：平成22年6月～7月生まれ

ぴよぴよルーム（大和町・富士町・
三瀬村対象）
受付時間：13：15～13：30
場所：大和健康管理センター
対象児：平成25年10月～11月生まれ
必要物品：母子健康手帳

日 曜日 行　　　　事 問合せ

18 火

19 水

母子

母子

グリンピース（多胎児サークル）
受付時間：10：15～11：30
場所：ほほえみ館

三瀬

三瀬

三瀬

三瀬

24 月 母子

25 火 母子

川副

乳幼児健康相談
受付時間：13：30～14：00
場所：三瀬保健センター

乳幼児健康相談
受付時間：13：30～15：00
場所：ほほえみ館

27 木 母子
赤ちゃん広場
受付時間：9：30～15：30
場所：ほほえみ館（部屋変更の場合有）

歯ゃか歯ゃか教室（旧佐賀市対象）
受付時間：①13：00～13：10
②13：25～13：35　③13：50～14：00
場所：ほほえみ館
対象児：生後11か月児～1歳5か月児
必要物品：母子健康手帳・飲み物

歯ゃか歯ゃか教室（三瀬村対象）
受付時間：13：30～14：00
場所：三瀬保健センター
対象児：生後11か月児～1歳5か月児
必要物品：母子健康手帳・飲み物
1歳6か月児健康診査
（三瀬村・富士町対象）
受付時間：12：45～13：15
場所：三瀬保健センター
対象児：平成24年6月～8月生まれ
3歳6か月児健康診査
（三瀬村・富士町対象）
受付時間：12：45～13：15
場所：三瀬保健センター
対象児：平成22年6月～8月生まれ
歯ゃか歯ゃか教室（川副町・諸富町・
東与賀町・久保田町対象）
受付時間：12：45～13：00
場所：川副保健センター
対象児：生後11か月児～1歳5か月児
必要物品：母子健康手帳・飲み物

1歳6か月児健康診査（旧佐賀市対象）
受付時間：12：45～14：00
場所：ほほえみ館
対象児：平成24年7月生まれ

13
・
14

木
・
金

予約制

予約制

◎申し込み・問い合わせ

健康づくり課（ほほえみ館）
●健康について　保健予防係（予防）☎40・7281  FAX30・0115　
●乳幼児・妊婦・予防接種について   母子保健係（母子）☎40・7282　

●富 士 支 所　保健福祉課　長寿健康係  ☎58・2114
●三 瀬 支 所　保健福祉課　保健センター  ☎56・2200
●川 副 支 所　保健福祉課　長寿健康係  ☎45・8924
●東与賀支所　保健福祉課　長寿健康係  ☎45・1603
●久保田支所　保健福祉課　保健センター  ☎68・3144

●諸 富 支 所　保健福祉課　長寿健康係  ☎47・4891
●大 和 支 所　保健福祉課　長寿健康係  ☎51・2420

※予約電話の受付時間は8：30～17：00（土、日、祝日、年末年始を除く）

毎日健診・支所健診

〔毎日健診（平日）〕
場所：成人病予防センター　予約☎31・8835
（予約受付  8：30～17：30  日・祝日・年末年始を除く）

問合せ日 曜日

成人病
予防セ
ンター

月
〜
金

行　　　　事

問合せ日 曜日

予防

5 水

諸富
市民健康相談
受付時間：９：3０～１１：００
場所：諸富保健センター

川副

3 月

行　　　　事

こころの相談 
時間：１３：３０～１５：００
場所：川副保健センター

予約制

予約不要

市民健康相談
受付時間：9：00～11：00
場所：ほほえみ館

予約不要

●成人対象の健（検）診。特定健診のほか、各種が
ん検診など。詳しくは健康カレンダーや、市ホー
ムページをご覧ください。
※協会けんぽ、共済、組合健保などの「特定健診」
については、加入している各健康保険にお問い合
わせください。

●今年度の支所健診は終了しました。

毎日健診（平日）予約制

土日健診 予約制

成人の相談等

※大和・富士・三瀬・川副・東与賀・久保田支所では、随時健康
相談を受け付けています。

◎休日に急な歯痛で困った時は！
佐賀市休日歯科診療所（ほほえみ館1階）　☎36・9164
診療日時　日曜・祝日・8月15日・12月31日～1月3日
　　　　　9：30～16：00（受付時間は15：30まで）

※「歯周疾患検診」を〔毎日健診〕では8日（土）、12日
（水）、15日（土）、16日（日）、19日（水）に実施。
※耳が不自由で、通訳者（要約筆記者・手話通訳者）
が必要な人は、健康づくり課へご連絡ください。
　FAX30・0115

〔支所健診〕

○3月の健診日程

土
・
土
・
日

8
・
15
・
16

　治療は大変でしたでしょうが、がん検診をしっかり
受け、また異常を放置しなかったことが、良い結果に
つながったと思います。早期発見・治療を行うためにも、
皆さん定期的に検診を受けられることをお勧めします。

《医師からのコメント》


